
1. はじめに
1.1. 目的
建築家ル ･ コルビュジエ（Le Corbusier: 1887-1965）は

「新しい建築の 5 つの要点（Les 5 points d'une architecture 

nouvelle: 1926）」の一つとして「屋上庭園 (toit jardin)」を
掲げ、伝統的な屋根の建築語彙を否定することにより近代
建築言語を確立したことが知られている 1)。「5 つの要点」
は量産住宅を理念とする建築物の「型 type」の探求であった。
この探究は建設方法の提案に直結しているが、その出自は
ドミノ住宅（Maison Dom-Ino: 1914）の建設システムであ
る。ドミノ・システムは量産住宅のための水平スラブと階
段による構築方法であり、屋根はシトロアン住宅（Maison 

Citrohan: 1922）で応用されるように水平スラブによって形
成されていた。
　本稿は、ル ･ コルビュジェがこのドミノ・システム以降、
シトロアン型の建築で展開していった建築的制作における
建築形態と周辺環境の関係を考察することを目的とし、Le 

Corbusier Archives vols.32 2)（以降 Archives とする）に見ら
れるシトロアン型屋根のデザインについて明らかにするも
のである。そして、ル・コルビュジエの初期作品からの建
築言語の１つであるシトロアン型屋根を周辺環境との接点
の１つとして着目し、シトロアン型に関する経年変化を考
察することにより、シトロアン型屋根における建築の主題
を明らかにする。
1.2. 研究の方法
　本稿では一次資料として Archives を用いて、まず、ル・
コルビュジエの建築的制作における屋根形状が判別可能な
作品をプロジェクト、実現に関わらず抽出し、ル・コルビュ
ジエの屋根の系譜に関する日本建築学会論文 3) の類型方法
に準拠してシトロアン型の作品を抽出する。そして、シト
ロアン型屋根に関する経年変化が見られた作品を再抽出し
制作意図を整理したのち、シトロアン型屋根における建築
の主題について考察している。
1.3. 研究の位置付け
　ル ･ コルビュジエの建築制作における屋根の既往研究と
しては初期住宅作品について屋根形態と環境との関連を考
察した論文 4) や、ル・コルビュジエにおける屋根のシン
ボリズムに言及した論文があるが 5)、いずれも個別の建築
作品に関する事例研究である。また、Le Corbusier Œuvres 

complétes vols.8 に関する日本建築学会論文として屋根形態
と環境との関連を考察した論文が有るが 3)、屋根の系譜を
読み取ることを目的としており、使用する一次資料も異なっ
ている。これらに対し、本稿は建築家ル・コルビュジエの
建築的制作におけるシトロアン型屋根の問題を体系的に整

理することで、近代建築における屋根の語彙を建築制作過
程におけるシトロアン型の経年変化という視点からの再検
討をしている。
2.  建築的制作におけるシトロアン型屋根
　ル・コルビュジエはドミノ・システムにより量産住宅の
理念を提唱した以降、その応用により様々な屋根型を計画
している。Archives に見られるシトロアン型屋根形状の建
築作品が建築空間に及ぼす影響を比較するため、建築制作
過程の中で分類したものを以下に示す。
2.1. シトロアン型屋根の形状
　シトロアン型はドミノ・システムの原理を垂直方向に応
用した建築計画案であり、工場生産された標準部材を用い
た水平スラブを連続させることで、大衆のための新しい建
築のプロトタイプを提唱したものである。そして屋根もま
たシトロアン住宅（Maison Citrohan: 1922）に代表される
ように、水平屋根によって構成されている。モノル型が環
境や施工の問題に対しての探求であるのに対し、シトロア
ン型は経済性を考慮しつつも純粋形態によるより前衛的な
住宅の提案であったと考えられ、ル・コルビュジエの生涯
を通じて数多くの建築作品に適応された。
2.2. シトロアン型屋根の系譜
　近代建築言語の探求の潮流として、屋根におけるドミノ・
システムの量産住宅の原理は、まずモノル型、シトロアン
型の２つの型によって応用された。モノル型では水平方向
への応用とし、低層の建築を主に周辺環境の水平的な拡が
りの中に同化させるような景観との調和が探求され、屋根
と大地の融合を目指して発展している。また、シトロアン
型では垂直方向への応用として、伝統的な屋根を否定する
非「屋根」の制作意図により新しい屋根を探求し、対比的
な景観との調和を目的とした新たな大地としての「屋上庭
園」を付加し発展していった。さらに、シトロアン型屋根
は工場生産の標準部材を用いることを定義しているため、
都市に多く応用されることとなり、それに伴って「太陽
(soleil)・拡がり (espaces)・緑 (arbres)」というル ･ コルビュ
ジエの 3 つの環境要素のうち、都市部に不足している「緑」
を、この屋上庭園によって実現するべく応用されていった。
3. シトロアン型屋根の経年変化  
　ル・コルビュジエの Archives に見られる屋根形状は 1910
年代から 1920 年代初頭にかけてはほぼ全ての計画が水平
スラブと連続するヴォールトによる２種の屋根で構成され
ており、計画段階での屋根型の変化は確認できない。しかし、
1928 に計画されたベゾー邸（Villa Baizeau: 1928）でシト
ロアン型のもつ水平スラブの連続を延長することでパラソ
ル屋根へと変化させた計画を皮切りに、計画段階での経年
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変化の数が増加し、シトロアン型に関する数多くの屋根形
状の変化を見られるようになる。本稿ではシトロアン型の
経年変化を、シトロアン型のバリエーション、シトロアン
型への変化、モノル型とシトロアン型との融合の３つに分
類し分析を行っている。
3.1. シトロアン型のバリエーション
　ジャカンの住宅（Maison Jacquin: 1928）は初期案ではシ
トロアン型屋根として計画されているが、設計後期になる
とシトロアン型の上部に水平スラブ屋根と柱のみで日蔭の
空間をつくる独立したパラソルが計画されている。このよ
うな経年変化はインド等熱帯の地域において多く見ること
ができ、日除として屋根で空間を覆う為にシトロアン型の
水平スラブを垂直方向に連続させた屋根を独立付加させた
ものである。このように、シトロアン型のパラソル屋根は
次第に気候条件への対応策として用いられるようになり、
さらに屋根下を庭園化することで建築的環境を実現させ、
景観を内部にとり込む目的での眺望を意図した研究がされ
ていた。また、設計前のスケッチにおいてもパラソル屋根
の素描が確認でき、計画段階で水平パラソルやヴォールト
のパラソルなどを同時に計画している作品もあることから、
これらの屋根型がプロトタイプとして慎重な検討が重ねら
れていたことが確認できる。また、製糸業者協会会館（Mill 

Owners Association: 1954）に見られる屋根勾配の変化やシト
ロアン型屋根の一部に他の屋根型の付加を行う経年変化に
よって、新たな機能を付加させると同時に採光や自然の通
風等、最良の条件を与え、熱負荷を操作し、自然環境の負
荷を軽減することを可能としている。
3.2. シトロアン型への変化
　シトロアン型は量産住宅建設における工場生産の問題か
ら生まれたものであり、屋根構造においては工業生産の標
準部材を用いることで量産を可能とし、経済的解決の要と
なりえていた。R.A.M., ある医師の住居（R.A.M., habitation 

d'un médecin: 1936）では初期案の傾斜屋根から後期の陸屋
根へ計画変更が行われ、鉄筋コンクリートによって均質な
屋根が可能となったこともあって、工業化の標準部材をよ
り有効に使用した量産化に対する研究が行われていた。ま
た、陸屋根への経年変化には雨水に関わる問題が危惧され
ていたが、“Le jardin est un complément logique du toit plat.” 6)

（庭園は陸屋根への論理的な補助要素である）と述べられて
いるように、屋上緑化によって熱膨張や雨水処理の問題を
解決している。また、クック邸（Villa Cook: 1926）では初
期案のモノル型ヴォールト屋根を設計後期では屋上庭園と
しての陸屋根に計画変更しており、同時期に発表した「5 つ
の要点」の中で採用理由を、技術的、経済性、快適性、情
緒的と述べている。
　また、伝統的な屋根を否定するシトロアン型の陸屋根
の形態的特徴についての記述に、対比によって景観と調
和させる意図が認められる。正規模の住居単位（L'Unité 

d'Habitation à Marseille: 1945） に お い て も “J'en ferai une 

beauté par contraste, je trouverai la contre-partie, j'établirai un 

dialogue entre la rudesse et la finesse, entre le terne et l'intense, 

entre la précision et l'accident.Et je conduirai ainsi les gens à 

observer et à réfléchir.” 7)（対比によって美しさを、その対極を
つくって、粗さときめ細やかさとの、鈍いものと輝くものと
の、精密さと偶然との間の対話をつくろう）と述べられており、
純粋な幾何学形態へと経年変化することによって形成される
エッジラインによって景観との調和が意図されていたことを
示唆している。
3.3. シトロアン型とモノル型との融合  
　人口 750 の村の安価な 110 ㎡の住宅　(Urbanisme Logis à 

bas prix 110 ㎡ pour "Village 750 habitants": 1951) では、モノル
型の連続するヴォールト屋根の初期計画が、経年変化により
上部にシトロアン型の水平パラソルを付加させている。この
作品では、この変化と同時に通風や日射、雨水処理、日除等
といった環境に対しての図面、スケッチが数多く書かれてお
り、シトロアン型屋根とモノル型屋根の間の空間を環境調整
機能として用いることで、融合した屋根型を環境負荷への配
慮を目的としたダブルスキンの様な用途で研究し応用されて
いたと推測される。
4.  おわりに
　以上をまとめると、シトロアン型屋根に関する経年変化に
ついて以下のことがわかった。
　Archives に見られるシトロアン型屋根はドミノシステムに
よって提唱された量産住宅の理念を応用したものであるが、
経年変化によって周辺環境との調和という主題が同時に研究
されていた。また、量産や機能の問題以外に、屋根型により
空間の質や景観まで操作することによって、建築語彙の１つ
である屋根型を空間性にまで昇華させていたことが分かる。
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